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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第3四半期 43,051 6.3 2,651 59.7 4,078 35.7 2,177 24.6
23年3月期第3四半期 40,501 17.4 1,660 ― 3,004 104.4 1,747 72.2

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 992百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 690百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第3四半期 71.96 ―

23年3月期第3四半期 57.35 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 77,296 63,180 78.9
23年3月期 79,722 62,703 75.8

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  60,954百万円 23年3月期  60,461百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50
24年3月期 ― 5.00 ―

24年3月期（予想） 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 56,500 4.4 2,800 26.1 4,500 8.7 2,900 9.2 95.84



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付
資料P. ２ 「（３） 連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 33,006,204 株 23年3月期 33,006,204 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 2,748,223 株 23年3月期 2,624,433 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 30,263,042 株 23年3月期3Q 30,467,723 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の景気の減速から持ち直しの動き
がみられるものの、欧州の財政・金融不安、円高の進行等により依然先行き不透明な状況で推移しまし
た。 

このような環境のなかで、当社グループが営業の基盤を置く名古屋港の港湾貨物は、前年同期と比
べ、輸出貨物は震災直後に取扱が一時減少しましたが、後半にかけては徐々に回復に向かい、輸入貨物
においては取扱が増加となりました。 

当社グループといたしましては、輸出貨物は自動車部品、工作機械等の取扱が増加となり、輸入貨物
も食糧、非鉄金属等の取扱が増加となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの連結売上高は、430億51百万円と前年同
期と比べ25億49百万円（6.3％）の増収となりました。 

営業利益は、26億51百万円と前年同期と比べ９億90百万円（59.7％）の増益となりました。 
経常利益は、40億78百万円と前年同期と比べ10億73百万円（35.7％）の増益となりました。 
四半期純利益は、21億77百万円と前年同期と比べ４億30百万円（24.6％）の増益となりました。  
セグメントの業績は次のとおりであります。  
港湾運送およびその関連の売上高は、425億75百万円と前年同期と比べ25億８百万円(6.3％）の増収

となりました。賃貸の売上高は、４億75百万円と前年同期と比べ41百万円（9.5％）の増収となりまし
た。  

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて76百万円増加し、252億70百万円（前連結会計年度末比0.3％
増）となりました。これは、売上高の増加により受取手形及び売掛金が５億18百万円増加した一方で、
賞与の支給等による繰延税金資産の減少が５億円あったことが主な要因であります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて25億３百万円減少し、520億26百万円（前連結会計年度末比
4.6％減）となりました。これは、株式時価の下落等により投資有価証券が22億53百万円減少したこと
などによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて24億26百万円減少し、772億96百万円（前連結会計年
度末比3.0％減）となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて18億円減少し、73億96百万円（前連結会計年度末比19.6％
減）となりました。これは、法人税等の支払いにより未払法人税等が８億90百万円減少したことなどに
よります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて11億３百万円減少し、67億18百万円（前連結会計年度末比
14.1％減）となりました。これは、主として負ののれんの償却による減少が10億33百万円あったことな
どによります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて４億77百万円増加し、631億80百万円（前連結会計年度末比
0.8％増）となりました。これは、主として利益剰余金が17億98百万円増加した一方で、その他有価証
券評価差額金が10億33百万円減少したことなどによります。 

  

平成23年８月８日に公表いたしました平成24年３月期の連結業績予想に変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,074,721 12,079,436

受取手形及び売掛金 9,821,857 10,340,594

有価証券 119,123 119,198

繰延税金資産 920,483 419,787

未収還付法人税等 22,039 99,695

その他 2,274,419 2,247,551

貸倒引当金 △39,285 △36,176

流動資産合計 25,193,361 25,270,086

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 35,921,465 36,149,806

減価償却累計額 △22,309,708 △23,324,933

建物及び構築物（純額） 13,611,757 12,824,872

機械装置及び運搬具 11,513,141 11,706,266

減価償却累計額 △9,806,549 △10,064,919

機械装置及び運搬具（純額） 1,706,592 1,641,346

土地 20,813,422 20,812,542

リース資産 194,307 243,077

減価償却累計額 △59,003 △81,794

リース資産（純額） 135,304 161,282

建設仮勘定 110,347 156,170

その他 867,958 863,114

減価償却累計額 △740,159 △748,259

その他（純額） 127,799 114,854

有形固定資産合計 36,505,222 35,711,069

無形固定資産 922,908 875,095

投資その他の資産   

投資有価証券 13,759,382 11,505,884

長期貸付金 706,828 629,584

繰延税金資産 778,385 1,546,205

その他 2,071,294 1,981,396

貸倒引当金 △214,451 △222,795

投資その他の資産合計 17,101,440 15,440,276

固定資産合計 54,529,571 52,026,441

資産合計 79,722,932 77,296,527
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,791,062 3,673,608

短期借入金 1,200,000 700,000

リース債務 77,767 87,127

未払法人税等 1,031,604 141,244

賞与引当金 1,423,961 740,932

その他 1,673,143 2,053,837

流動負債合計 9,197,539 7,396,751

固定負債   

リース債務 213,251 201,126

繰延税金負債 12,933 11,465

退職給付引当金 4,587,330 4,667,584

役員退職慰労引当金 6,890 8,509

資産除去債務 415,783 420,362

未払役員退職慰労金 643,375 505,700

負ののれん 1,810,963 777,675

その他 131,568 126,450

固定負債合計 7,822,097 6,718,873

負債合計 17,019,636 14,115,624

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,350,704 2,350,704

資本剰余金 1,601,283 1,601,316

利益剰余金 57,097,539 58,896,108

自己株式 △1,815,172 △1,909,753

株主資本合計 59,234,355 60,938,376

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,285,803 2,252,297

為替換算調整勘定 △2,058,617 △2,236,158

その他の包括利益累計額合計 1,227,186 16,139

少数株主持分 2,241,753 2,226,387

純資産合計 62,703,295 63,180,903

負債純資産合計 79,722,932 77,296,527
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 40,501,921 43,051,908

売上原価 31,954,218 33,537,252

売上総利益 8,547,703 9,514,655

販売費及び一般管理費 6,886,705 6,862,785

営業利益 1,660,998 2,651,869

営業外収益   

受取利息 21,764 14,652

受取配当金 233,883 265,509

負ののれん償却額 1,033,834 1,033,288

持分法による投資利益 53,144 35,210

その他 139,929 139,044

営業外収益合計 1,482,556 1,487,705

営業外費用   

支払利息 14,691 2,748

投資事業組合運用損 603 244

為替差損 113,188 39,385

その他 10,084 18,939

営業外費用合計 138,567 61,318

経常利益 3,004,988 4,078,256

特別利益   

固定資産売却益 5,096 6,842

特別利益合計 5,096 6,842

特別損失   

投資有価証券評価損 136,229 179,147

子会社清算損 － 8,056

会員権評価損 7,410 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 346,694 －

特別損失合計 490,333 187,203

税金等調整前四半期純利益 2,519,750 3,897,895

法人税、住民税及び事業税 767,539 882,953

法人税等調整額 △53,294 766,490

法人税等合計 714,245 1,649,443

少数株主損益調整前四半期純利益 1,805,504 2,248,451

少数株主利益 58,138 70,725

四半期純利益 1,747,366 2,177,725
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,805,504 2,248,451

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △728,939 △1,068,272

為替換算調整勘定 △386,459 △187,316

その他の包括利益合計 △1,115,398 △1,255,589

四半期包括利益 690,106 992,861

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 679,315 966,678

少数株主に係る四半期包括利益 10,790 26,183
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額7,520千円は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額6,891千円は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２

港湾運送および
その関連

賃貸 計

売上高

 外部顧客への売上高 40,067,330 434,591 40,501,921 - 40,501,921

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

- 75,747 75,747 △75,747 -

計 40,067,330 510,338 40,577,669 △75,747 40,501,921

セグメント利益 1,358,770 294,707 1,653,478 7,520 1,660,998

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２

港湾運送および
その関連

賃貸 計

売上高

 外部顧客への売上高 42,575,928 475,979 43,051,908 - 43,051,908

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

- 72,213 72,213 △72,213 -

計 42,575,928 548,193 43,124,121 △72,213 43,051,908

セグメント利益 2,329,183 315,795 2,644,978 6,891 2,651,869

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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